
★ ミラヴァル・ロゼが飲めるお店

エリア お客様名 住所 電話 URL

東京 ラ・ターブル・ド・トリウミ 神奈川県茅ヶ崎市中海岸1-1−12 0467-84-0484 http://www.la-table-de-toriumi.com/

東京 うし松
106-0031 東京都港区西麻布3-13-14
LA・RES西麻布 B1F

03-6459-2329 https://ushimatsu.com/

東京
上野精養軒本店 
グリルフクシマ

東京都台東区上野公園4-58 03-3821-2181 https://www.seiyoken.co.jp/restaurant/fukushima/index.html

東京 シェ松尾 成城コルティ
東京都世田谷区成城6-5-34
成城コルティ　4Ｆ

03-5429-1131 http://chez-matsuo.co.jp/restaurant/seijo/access.html

東京 月島ビストロ 東京都中央区月島1-6-12 荻田ビル　１Ｆ 050-5457-8999 https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131302/13094594/

東京 COYOTE（コヨーテ） 東京都三鷹市下連雀3-31-2 0422-29-8980 https://coyote.favy.jp/

東京 ブラッスリーVIRON渋谷 東京都渋谷区宇田川町 33-8 塚田ビル 2F 03-5458-1776 https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13004627/

東京 W 表参道
東京都港区北青山3-10-6
青山パークスビル B1F  03-3400-3552 https://www.cardenas.co.jp/shop/restaurant/w-omotesando-the-

cellar-grill/

東京 フロリレージュ 東京都渋谷区神宮前2-5-4 SEIZAN外苑B1 03‐6440‐0878 https://www.aoyama-florilege.jp/

静岡 White Beach Hotel 静岡県下田市吉佐美1902 0558-23-2039 http://whitebeach-shimoda.com/home/

名古屋 カラン 名古屋市東区泉 2-19-11 キャストビル１F 052－933-4809

名古屋 VIVI 名古屋市中区栄 3-21-29　artビル1F 052－602-9339

名古屋 べべのおそうざい
名古屋市東区泉 2-1-28
ヴィアーレストリア１B

050-5597－1429
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　　　　★ ミラヴァル・ロゼが買えるお店

エリア お店 住所 電話 URL

全国 ワインショップ ENOTECA 一部店舗での取り扱い　お問い合わせください http://www.enoteca.co.jp/

全国 成城石井 一部店舗での取り扱い　お問い合わせください http://www.seijoishii.co.jp/

東京 松屋銀座 東京都中央区銀座3-6-1 地下1階　
03-3567-1211

(代表) https://www.matsuya.com/ginza/

東京 三越銀座店　地下3階　ラ・カーヴ
東京都中央区銀座4-6-16
銀座店営業時間：10時30分-8時

03-3562-1111
(大代表)

東京 東急百貨店　本店 東京都渋谷区 道玄坂 2-24-1 03-3477-3111

東京 ナショナル麻布店 東京都港区南麻布4-5-2 03-3442-3181 http://www.national-azabu.com/stores_guide/

東京 ナショナル田園調布店 東京都世田谷区玉川田園調布2-6-21 03-3721-4161

東京 恵比寿ワインマーケットPARTY
東京都渋谷区恵比寿4-20-7
恵比寿ガーデンプレイス地下1階

03-5424-2580 https://www.partywine.com/

東京 カーヴ・ド・リラックス虎ノ門本店 東京都港区西新橋1-6-11 03-3595-3697 https://www.caverelax.com/introduce/toranomon?lang=ja

東京 ディーン＆デルーカ品川店
東京都港区港南2-18-1
アトレ品川1120

03-6717-0935

東京 ディーン＆デルーカ有楽町店
東京都千代田区有楽町2-5-1
ルミネ有楽町1F

03-6212-0070

東京 ディーン＆デルーカ六本木店
東京都港区赤坂9-7-4
六本木ミッドタウンD-B102

03-5413-3580

東京 オルニス・ワインショップ
東京都目黒区中町1-28-4
イニシアイオ目黒学芸大学106

03-6451-0280

東京
アカデミー・デュ・ヴァン
「カーヴ・ド・ラ・マドレーヌ」

東京都渋谷区神宮前5-53-67
コスモス青山ガーデンフロア

03-3486-7769 https://www.adv.gr.jp/shop/

東京 赤坂　四方 東京都港区赤坂3-12-21 03-3585-6711 http://yomo-akasaka.com/

東京 エニウェイ グレープス 東京都世田谷区経堂 2-13-1 B1F 03-6413-9737 https://anyway-grapes.jp/

東京 アサヒヤワインセラー 東京都練馬区旭丘 1-56-2 03-3951-6020

東京 山内屋 東京都荒川区西日暮里3-2-3 03-3821-4940 http://sake-yamauchiya.com/

東京 日進ワールドデリカテッセン 東京都港区東麻布2-32-13 03-3583-4586 https://www.nissin-world-delicatessen.jp/

http://www.seijoishii.co.jp/
https://www.matsuya.com/ginza/
http://www.national-azabu.com/stores_guide/
https://www.partywine.com/
https://www.adv.gr.jp/shop/
http://yomo-akasaka.com/
http://sake-yamauchiya.com/


東京 目白田中屋
東京都豊島区目白 3-4-14
田中屋ビル地下

03-3953-8888

東京 横浜 信濃屋 一部店舗での取り扱い　お問い合わせください https://shinanoya.co.jp/

千葉 コートドール津田沼
千葉県船橋市前原西2-18-1
津田沼パルコ1F

047-425-3503

千葉 SOL by K
千葉県千葉市美浜区打瀬1-2-3
セントラルパーク・ウエストＤ棟１Ｆ

043-307-6062 https://www.sol-byk.com/

神奈川 マルシェ・ディ・ジュール 神奈川県横浜市中区日本大通58 045-662-5260

栃木 中川酒店 栃木県宇都宮市上大曽町331-1 028-624-8558

静岡 ワインブティック　パニエ　佐鳴台店　 静岡県浜松市中区佐鳴台4-38-28 053-543-7711 www.wb-panier.com

静岡 ワインブティック　パニエ　浜北店
静岡県浜松市浜北区貴布袮1200
プレ葉ウォーク浜北1Ｆ

053-489-6145

名古屋 ワインショップ　スタンドフォー 名古屋市西区菊井 1-13-21 大篠原ビル 052－588-5881

名古屋 ディーン＆デルーカ名古屋店
名古屋市中村区名駅4-7-1
ミッドランドスクエアB1

052－527-8826

名古屋 北野エース　ラシック店 名古屋市中区栄 3-6-1 ラシック地下1階 052－259-6266

名古屋 カーブミツクラ 名古屋市中区栄 1-13-7 052－221-1139 www.cave-mitsukura.com

名古屋 まるこほーる 名古屋市中区錦 3-4-155　ヒグチビルディング 052－961-8865
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　　　　★ ミラヴァル・ロゼが買えるネットショップ

エリア ネットショップ URL

ネットショップ トスカニー https://www.rakuten.co.jp/toscana/

ネットショップ Milleporte(ミレポルテ) https://www.milleporte.com/luxury/miraval/210428MIRG

ネットショップ ANA ショッピング・A-Style https://www.astyle.jp/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=367163

ネットショップ ENOTECA online http://www.enoteca.co.jp/

ネットショップ ワインセラー　エスカルゴ http://www.rakuten.co.jp/escargotwine/

ネットショップ 代官山ワインサロン Le LUXE https://www.rakuten.co.jp/leluxe/

ネットショップ ワインズトーキョー https://www.rakuten.ne.jp/gold/ynstokyo/

ネットショップ 銀座千疋屋 https://ginza-sembikiya.jp/category/wine

ネットショップ アカデミー・デュ・ヴァン https://www.adv.gr.jp/shop/

ネットショップ 松屋銀座オンラインストア https://store.matsuya.com/goods/index.html?ggcd=21wtf71760&cid=

ネットショップ DEAN&DELUCAオンラインストア https://store.deandeluca.co.jp/00013296180004991.html

ネットショップ JALショッピング https://www.shop.jal.co.jp/item/2512H/?utm_source=jeroboam&utm_medium=brandsite&utm_ca
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